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要　　旨

　1881年、ヴェルディは《シモン・ボッカネグラ》（1857）のおよそ半分におよぶ音楽を改訂した。
そのなかで、プローロゴと第１、３幕の前奏と幕開きの改訂は初演版と大きく異なることから特筆に
値する。筆者は、初演版に加えて他のヴェルディの作品との比較をとおして、前奏と幕開きの音楽が
場面をどのように叙述しているのかを分析した。
　ヴェルディは、音楽と詩テクストと舞台状況が同調するという19世紀のオペラの常識を利用しなが
ら、それぞれの関係のうちに何がしかの「ずれ」を与えている。たとえば、プローロゴにおいて、穏
やかな音楽はパオロがもつ野心とは一致しないため、彼の腹黒い本心をカムフラージュするものとし
て機能している。また、第１幕冒頭では、波を象徴する音形が現れるにもかかわらず、改訂版のマ
ニャーニの舞台装置のスケッチを見るかぎり、客席から海はほとんど見えない。しかし、バルコニー
に立つアメーリアは「海を眺める」という「身振り」の指示のもと、波の音形を伴奏としてアリアを
歌う。このとき、聴衆からは見えない海は、アメーリアの眼差しを通してイメージされるように波の
音形が書かれていることが分かる。
　これらの分析から明らかになったことは、ヴェルディが常套的な慣習を逆手にとり、音楽と登場人
物の性格、あるいは舞台上の視覚効果との間に「ずれ」を与えたということである。それゆえ、前奏
と幕開きの改訂は、聴衆に舞台上に存在しないイメージを喚起する機能を得たのだといえる。

キーワード

《シモン・ボッカネグラ》の改訂、音楽の視覚性、音楽と視覚効果の「ずれ」、 
身振り、演出法

英文要旨
In 1881, Verdi revised his opera Simon Boccanegra（1857）. The revision covered over half of the entire 

opera. Most noteworthy is the change to the preludes and scenes at the beginning of the each act, because three of 
four acts were mostly or completely revised from first version. Through the comparison with the first version and 
other works of Verdi, the author analyzes how the opening scenes are described and function.

Verdi made good use of conventions of Italian opera of the 19th-century. However, in the revised version, 
he added some ‘difference’ between the music, the scenery and the drama. For example, in the prologue, Paolo’s 
ambition is in discord with the tender music. Therefore, the music indicates that his narrative tone is camouflage 
for his vile character. Also,in the first act, although musical figures signify waves and the sea, in so far as we observe 
the sketch of the scenery by Magnani, the sea can hardly be seen. Nontheless, Amelia can see the sea because she 
stands at a terrace. Therefore the musical figures of the sea connote the action of ‘her looking at the sea’. Audiences 
imagine the sea while listening to the musical figures.

These examples show that Verdi created differences between the music and visual effects of the opera stage 

査読付き論文
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１．はじめに

19世紀イタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェル

ディ（Giuseppe Verdi: 1813-1901）のオペラ《シモ
ン・ボッカネグラ Simon Boccanegra》 （以下、《シ
モン》１と略記）は、彼の作品研究史では比較的

早い時期から注目されてきた。その理由は、1857

年の初演が失敗して以来、ほとんど上演されてい

なかったこの作品を、ミラノの出版事業主ジュー

リオ・リコルディ（Giulio Ricordi: 1840-1912）が
1881年のミラノ・スカラ座で再び取り上げたいと打

診したときに、ヴェルディが大幅な改訂を施したこ

とによる。その際、後に《オテッロ Otello》（1887）
と《ファルスタッフ Falstaff》（1893）の台本作者と
なる、詩人で作曲家であったアッリーゴ・ボイト

（Arrigo Boito: 1842-1918）が台本改訂を担当し、オ
ペラではヴェルディとの最初の共同作業となった２。

その結果、《アイーダ Aida》（1873）以降オペ
ラから離れていたヴェルディが再び筆を取り、

《オテッロ》にいたる晩年の創作への橋渡しの役

割を果たしたこと、そして、改訂によってヴェル

ディのドラマトゥルギーに対する意志が具体的に

うかがえることから、先行研究では重要視されて

きた。

しかし、改訂による和声法や旋律作法といっ

た、音楽を構成する個々のパラメーターによる音

楽分析や、完全に新しく書き直された第１幕第

10 ～ 12場のドラマトゥルギーはそれぞれ論じら

れてはいるものの、ヴェルディの改訂の中で大き

な比重を占めるのが、音楽による「叙景」に関わ

ることはほとんど注目されていない３。

近年、オペラの音楽分析研究では、「場面設定」

や登場人物の「身振り」といった、舞台演出と音

楽の関係を論じる研究が増えつつある。ヴェル

ディの音楽が台本の演出註に基づいた視覚的性

質を有していることは、ベゲッリやコナーティ

などの先行研究で指摘されている。ベゲッリは

ヴェルディの作品において、音楽が一種の「擬音

的」・「類像的」な役割を担うことがあると指摘し

ている（Beghelli: 1995）。また、コナーティの先
行研究は、《シモン》の改訂を舞台の視覚的効果

に結びつけて論じている点で重要である（Conati: 
1993, 2000）。彼らが指摘するのは、オペラの音楽
がしばしば高い視覚指示性をもち、場面状況を説

明するということである４。

オペラでは音楽が常に他に優先されるのではな

く、詩テクストと舞台と音楽が相互に結び合い、

舞台の進行にともなってそれぞれに重心が移ると

考えられる。詩ないし舞台が優先されるとき、音

楽はその場面説明の機能を強めることになる。そ

の際、紋切り型の筋立てが好まれた19世紀のイタ

リア・オペラにおいて、音楽は次第に定型化し、

場面状況や登場人物の内的感情をほぼ等号で結ぶ

常套句となる。ヴェルディはこの常套句を利用し

た一人であるが、そうした伝統に従うようにみせ

ながら、詩・舞台・音楽の関係のいずれかに意識

的に「ずれ」を生じさせたようである。それが最

もよく現れているのが、各幕の前奏と幕開きの改

訂である。本論文では、他作品からの類例もふま

えながら《シモン》の初演版と改訂版の各前奏と

幕開きの場面を比較することで、音楽による叙景

の機能、すなわちヴェルディが音楽と場面の「ず

れ」によって、どのように聴衆をドラマに引き込

もうとしたのかを考察したい。

２．《シモン・ボッカネグラ》の改訂

２．１　作品の概要

《シモン・ボッカネグラ》は、ヴェネツィアの

フェニーチェ歌劇場からの依頼で1856年に作曲さ

by taking advantage of conventional correspondences. As a result, the musical function of the revised preludes and 
opening scenes led audiences to image things not represented on the stage.
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れ、1857年３月12日に初演された。台本はフラン

チェスコ・マリア・ピアーヴェ（Francesco Maria 
Piave: 1810-1876）で、スペインの作家ガルシア・
グティエレス（García Gutiérrez: 1813-1884）の
戯曲『シモン・ボッカネグラ Simón Boccanegra』
（1843）を原作としている。作品はシモンがジェ

ノヴァの総督に選ばれる前日譚であるプローロゴ

と、総督に就いた25年後の出来事を描く３幕から

なる。以下、初演版の台本に基づいてあらすじを

略述する。なお、丸括弧内はそれぞれの幕の「場」

を示している。

プローロゴは、奥に教会、右手にフィエスコ

の邸宅のあるジェノヴァの広場で、宵の頃であ

る。パオロがピエトロと密談を交わしている（１ , 
２）。ピエトロの退場後に現れたシモンを説き伏

せ、総督に立候補させる（３）。シモンを遠ざけ

ると民衆が集まってきた。パオロは民衆にシモン

への支持を取り付ける（４）。全員が退場すると、

フィエスコが自邸から現れ、娘マリアの死を嘆

く（５）。するとシモンと鉢合わせし、フィエス

コは和解を拒み教会に赴く。シモンは邸内でマリ

アの亡骸を見つけて愕然としているところ（６）

に、民衆が総督となった彼の名を連呼して現れ、

幕が降りる（７）。

第１幕の第１景はジェノヴァのグリマルディ家

の邸宅で、明け方である。アメーリアが椅子に座

り、恋人ガブリエーレの訪れを待っている （１）。
ガブリエーレが現れて二重唱を歌うと、アメーリ

アはシモンに呼ばれ、二人は愛を誓った後に別れ

る（２～４）。ガブリエーレのもとにアンドレア

（実はフィエスコ）がやって来て、二人は結託す

る（５）。彼らと入れ替わりにシモンとアメーリ

アが入場し、会話するうちに彼女が誘拐された自

分の娘だとわかる（７）。アメーリアが退くとパ

オロが現れるが、シモンは彼の言葉を受け入れず

立ち去る（８）。パオロは意趣返しにアメーリア

の誘拐を思い立つ（９）。第２景はジェノヴァの

大きな広場。民衆がシモンを讃える中（10）、ガ

ブリエーレとフィエスコが乱入し、アメーリアが

シモンの兵士に誘拐されたと難じる（11）。そこ

に、アメーリアが現れ、シモンの無実を訴え、誘

拐された場所に彼の政敵ロレンツォがいたことを

告げる。復讐にいきり立つ民衆をシモンはなだめ

る（12）。

第２幕は豪華に装飾された総督宮の一室、パオ

ロは陰謀の失敗からフィエスコとガブリエーレそ

れぞれに新たな陰謀を持ちかける。フィエスコ

は断り、ガブリエーレは了承する（１～５）。ア

メーリアがガブリエーレを止めようとするが、シ

モンが近づいてくる気配に慌ててガブリエーレを

隠す（６）。シモンはアメーリアがいることを怪

訝に思うが、彼女を退かせ、考え事をしているう

ちに仮寝をする（７ , ８）。隠れていたガブリエー
レがシモンの背後から襲おうとしたとき、アメー

リアが再び現れて制止する。シモンは自分の娘が

政敵ガブリエーレと恋仲にあることに愕然とし、

ガブリエーレも彼らが親子であることに愕然とす

る。そこに民衆蜂起の声が起こる（９）。

第３幕は第２幕と同じ舞台で、シモンが従臣

たちと勝利を確信して立ち去る（１）。パオロが

フィエスコに、シモンに毒を盛ったことを告白

し、フィエスコの非難をよそに逃亡する（２ , ３）。
シモンが現れ、毒の回った身体で朦朧としながら

海を懐かしむと、フィエスコが現れる。シモンは、

彼にアメーリアが自分とマリアの娘であったこと

を告げる（４ , ５）。そこに結婚したアメーリア
とガブリエーレが現れ、シモンはガブリエーレを

次の総督に指名して息絶える（６）。

《シモン》の舞台設定は1881年以前に一度、変

更されている。1857年にレッジョ・エミリアで上

演された際、第１幕第１～９場が、第１景（第

１～５場）「グリマルディ邸が左手に面した庭

園」、第２景（第６～９場「グリマルディ邸の室

内」に二分された。この設定の変更は、コナー

ティによれば、ヴェルディによるものである

（Conati: 1993）。ヴェルディはティート・リコル
ディに宛てて「レッジョでは第１幕の最初の情景

が付け加えられ、室内ばかりの単調さを取り除く
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ために庭園になるでしょう。」（1857年４月27日）

とし、第２場におかれたアメーリアとガブリエー

レの二重唱を開かれた庭園で演じることを主張し

た。ヴェルディは早い時期から舞台装置や衣裳、

演出がオペラの重要な一端を担うことを理解して

いたが、《シモン》（57）でもそのこだわりが垣間

見える。

しかし、設定が変更された後も、ナポリ（1858

年11月）での成功を除いて、フィレンツェ（1857

年10月）、ローマ（同年12月）、ミラノ（1859年２

月）はいずれも失敗に終わり、1871年にトラーニ

で上演されて以降、1881年の再演まで日の目を見

ることはなかった。　

２．２　改訂のプロセス５

1880年11月19日、ジューリオ・リコルディは

1881年の謝肉祭シーズンの上演演目に《シモン》

を推した。彼は主要歌手の候補を挙げた上で、《シ

モン》改訂をほのめかした。ヴェルディは翌20日

に返信を出し、適役の不在とともに、改訂内容の

膨大さを訴えた。

それに、今ある楽譜のままではいけません。

あまりに痛ましく悲惨です！第１幕（プロー

ロゴ）は手を入れる必要なし、終幕（第３幕）

も同様、第３幕（第２幕）もあれこれの何小

節かを除けば手を入れる必要なし。だが、第

２幕（第１幕）全体は書き直しが必要です、

それに起伏と変化、活気を与える必要があり

ます。（CVR1880-1881: 68-69） （丸括弧内は筆
者による）

続けて、第１幕第10場以降のフィナーレ部分に

ついて具体的な提案を行っている。すなわち、ペ

トラルカの書簡を何らかの形で翻案し、組み込む

ことができれば、「劇的ではなく政治的ではない

が、才気ある者の手にかかればこの出来事をドラ

マにできるかもしれません」としている６。ヴェ

ルディの書簡を受けて、リコルディが早速アッ

リーゴ・ボイトに第１幕第10場以降のフィナーレ

の台本執筆を依頼すると、ボイトは12月28日まで

に台本の形に完成させ、以降、台本の手直しは

ヴェルディの作曲と平行して書簡の往復によって

なされた。書簡の往復から作曲手順が読み取れ

る。ここでは本論文に関わる改訂についてのみ言

及する。

１月８日、ヴェルディはボイトに宛てて、プ

ローロゴと第１幕第１～３場のアメーリアのアリ

アの音楽を書き直すことを打ち明け、「統一され

た部分 un pezzo unito」にすることを明言してい
る。この書簡を受けた１月９日頃の日付なしのボ

イトの書簡では、第１幕第１場のアメーリアのア

リアのコーダ部分（４行）、同幕第５場のガブリ

エーレとフィエスコの二重唱のレチタティーヴォ

部分の拡大と二重唱の詩行（全18行中４行のみ採

用、１月14日に再度手直し）、第１幕第10 ～ 12場

の部分的な詩行の変更、第２幕第１～３場、第２

幕第８場のシモンが眠りにつくまで（７行）が

送られ、第１幕第５場の二重唱の一部を除いてす

べて採用された（CVB: 18-24）。
２月２日の書簡で、ヴェルディは第３幕の前奏

で、幕を下ろしたまま勝利の叫び声を挙げる合唱

を入れるアイディアをボイトに告げると、ボイト

はそのアイディアに賛意を示し、台本の書き直し

に取りかかった。第３幕の前奏については次章第

３節で詳述する。

２月21日のリコルディ宛の書簡で、ヴェルディ

は作曲がすべて完了したことを伝え、２月24日に

ミラノに入り、約１ヶ月のリハーサルの後、３月

26日にスカラ座で改訂版初演を行った。約２ヶ月

の改訂作業の結果、全体の半分以上の音楽に手を

入れることになった。

３．音楽における叙景の機能――前奏と
幕開き

《シモン》の音楽改訂は、大きく４種類に分け

られる。（１）場面全体を完全に書き直した第１
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幕第10 ～ 12場、（２）第２幕を除く各幕の前奏、

（３）登場人物の入退場、（４）歌唱声部とその

伴奏、である。本論考では、音楽が舞台設定や登

場人物の身振りといかに結びつくかという点に

ついて論じるため、（２）に特化して分析する７。

以下、プローロゴ、第１幕、第３幕の前奏と幕開

けの場面の改訂について、《シモン》（57）と比較

しつつ、音楽に与えられた視覚性と舞台上の視覚

効果の関係を明らかにする。

本論考の分析にとって、ジューリオ・リコル

ディが《シモン》再演後に出版した『シモン・

ボッカネグラのための舞台配置書 Disposizione 
scenica per l’opera Simon Boccanegra』（1883） は

きわめて重要な資料である。『舞台配置書 
Disposizione scenica』は、パリで19世紀前半か
ら作られた演出マニュアル『ミザンセーヌ小本 
Livret de mise en scène』に影響を受け、ティート・
リコルディとジューリオ・リコルディの２代にわ

たって、ヴェルディの作品を中心に執筆、出版さ

れた。『舞台配置書』は、ヴェルディが執筆した

ものではないものの、彼のリハーサルによって作

られた舞台をかなりの正確さで再現し、彼自身が

その校正に携わり、自作の「演出 messa in scena」
が的確なものかを確認していたことが明らかに

なっている（Conati: 1993、Hepokoski: 1990）。

３．１　カムフラージュの叙法――プローロゴ前

奏

前章第２節で述べた通り、1881年１月８日の書

簡で、ヴェルディはプローロゴと第１幕第１場の

アメーリアのアリアを改訂することをボイトに告

げていた。初演版のプローロゴはレチタティー

ヴォ・セッコを中心としているが、改訂版は幕開

き後に前奏を反復し、旋律的な場面に書き換えて

いる。バッデンは前者を無味乾燥な場面として批

判し、後者を「気高く、繊細で、豊かな感情の

ニュアンスと展開可能性」に満ちたものとして讃

え、優位に置いている（Budden: 1978: 269-270）。
しかし、こうした優劣を論じることは、改訂によ

るドラマトゥルギーを論じる上であまり意味はな

い。音楽による場面の叙述の姿勢が異なるためで

ある。

プローロゴの幕開きは、「パオロとピエトロが

舞台上におり、会話の最中である」と演出註に記

されている。幕開きが会話から始まるのは、ヴェ

ルディのオペラでは《イエルサレム Jérusalem》
（1848）以降、《リゴレット Rigoletto》（1851）、《シ
モン》（57）、《運命の力 La forza del destino》（1862、
rev. 1869）、《アイーダ》（1873）、《シモン》（81）、
《ファルスタッフ》（1893）と続く。《シモン》の

ように会話の途中から開始される例は、《アイー

ダ》第１幕第１場が唯一である８。

《シモン》（57）の幕開きはアレグロ（４分音

符＝ 160）で、弦楽器のターンによって開始さ

れ、ヴァイオリンのスタッカート（８分音符単

位）の上行で開始される（譜例１）。この音形は

パオロの台詞「何だと？」に行き着くため、「驚

き」ないし「軽蔑」の身振りと表情を表している。

「驚き」を表す台詞の前に、興奮や逆上の身振り

を想起させる上行音形を伴う典型的な例として、

《リゴレット》第３幕第１場、ジルダが宿屋に公

爵がいるのを見つけ「ああ、お父様」と叫ぶ箇所

があげられる（譜例２）。アレグロで２小節の順

次上行（16分音符単位で旋回しながら上行）し、

ジルダは「身震い」して叫ぶ。《シモン》（57）で

譜例１　《シモン》（57）プローロゴ第１場（第１〜４
小節）

譜例２　《リゴレット》第３幕第１場
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は、冒頭からパオロの「身振り」を示唆する音形

で開始することで、聴衆の視線をすばやくパオロ

に集中させようとするヴェルディの意図が表れて

いる。

一方、《シモン》（81）では初演版の〈前奏曲〉

が取り除かれ、アレグロ・モデラート（４分音

符＝ 92）で弦楽器の旋律的なホ長調の前奏（25

小節）の後に幕が開く。新しい前奏は和声の変化

が抑えられ、第１ヴァイオリンによる４小節単位

の旋律も、オクターヴ以内に収まる（譜例３）。

前奏に変化をもたらすのは調性である。ホ長調か

らハ長調（第９～ 15小節）、再びホ長調（第16 ～

19小節）、２分休符を挟んで嬰ト短調から嬰ニ短

調を経てロ長調の属和音に達すると、幕が開く。

譜例３　《シモン》（81）プローロゴ前奏（第１〜４小
節）

幕が開くと、《シモン》（57）と同様にパオロと

ピエトロが舞台上で密談をしているが、パオロの

レチタティーヴォには「驚き」を表すような音形

は置かれない。代わりに全音符が前奏のリズムパ

ターンの流れを止める。パオロが計略をもちかけ

る「勇敢な男だ Il prode che」以下、ふたたび前
奏がそのまま歌唱の伴奏となって繰り返される。

前奏に挟まれた無伴奏のレチタティーヴォが浮き

立つため、パオロの「驚き」は旋律の中断によっ

て示されているといえる。すなわち、《シモン》

（57）でははっきり記譜されていたパオロの「驚

き」は、《シモン》（81）では逆に旋律の空白によっ

て示されている。

ところで、この《シモン》（81）の前奏とその

伴奏化は、何を意味しているのだろうか。前奏が

幕開き後にそのまま繰り返される例は、《仮面舞

踏会》第１幕の前奏曲と第１場にみられる。前奏

曲のロ長調のコラールに対し、ロ短調のフーガ風

の主題提示という、構成要素の強いコントラスト

は、幕開き後にリッカルドの目覚めを待つ廷臣た

ち（コラール）と、トムとサムエルら裏切り者の

廷臣たち（フーガ風）の対比であることがわか

る。調性と形式の対照的な音楽が交互に並べられ

ることで、同一空間内における善悪の二項対立が

明瞭に表される。彼らに衣裳の視覚的差異はない

ため、音楽が２つのグループを描き分けている。

《シモン》（81）をみると、パオロがピエトロに

腹案を語る際、ホ長調の前奏が伴奏として反復さ

れる。だが、その歌唱の内容は伴奏の穏やかさに

一致しない。《シモン》（57）では、パオロがピエ

トロに計略を持ちかけ（第１場「勇敢な男だ」以

下）、自らの野望をもらし（第２場「憎むべき貴

族よ」以下）、シモンに総督となることを了承さ

せるとき（第３場「準備万端だ」以下）、いずれ

も弦楽器のトレモロと半音階進行を伴う（譜例

４）。独白する第２場の歌唱伴奏に、管楽器（ト

ランペット、トロンボーン、ファゴット）が加わ

ることで、ピエトロとシモンのそれぞれに対峙す

る第１、３場との差がつけられている。第１～３

場に共通するトレモロの半音階はパオロのあくど

い性格をそのまま表す口調として一致し、独白で

は管楽器によってより強められている。

譜例４　《シモン》（57）プローロゴ第１場（第９〜
12小節）

《シモン》（81）ではトレモロに代わって前奏を

繰り返す。このホ長調の旋律は、《運命の力》第

１幕第１場で伯爵が娘レオノーラに語りかける際

の伴奏に近い。伯爵は「レオノーラを愛おしそう

に affettuosamente抱きしめて」お休みの挨拶を送
る。両者に共通するのは、速度記号のアレグロ・

モデラート・アッサイ、弦楽器が主体となり、旋

律がオクターヴ以内に収まり、強弱法が一貫して

ppだということである（譜例５）。この伯爵の伴
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ヴェルディ《シモン・ボッカネグラ》改訂（1881）における叙景の機能

奏が担う穏やかさを《シモン》（81）に当てはめ

ると、パオロの言葉遣いが本心をカムフラージュ

したものであると解釈できる。

パオロのカムフラージュは、調性の差異から

読み取られる。会話の第１、３場は冒頭４小節

のホ長調が、独白の第２場は前奏第９～ 14小節

のハ長調の転調部分があてがわれる。《仮面舞踏

会》で２つのグループに与えられた調性の差異

が、《シモン》（81）ではパオロ１人に与えられる。

パオロは舞台上の登場人物を甘言で操ろうとする

狂言回しの役割をもつことが、「穏やかさ」を表

す音楽との「ずれ」によって示唆される。こうし

た狂言回しを務める悪役は、言うまでもなく《オ

テッロ》のイヤーゴに引き継がれる。《オテッロ》

第２幕第１場は《シモン》（81）のプローロゴと

同様に、前奏が幕開き後に伴奏として繰り返さ

れ、イヤーゴがカッシオをデズデーモナの元に行

くように唆す。したがって、これらの役は歌手に

対して「演技する演技」というメタ的な身振りを

要求している。

しかし、《オテッロ》第２幕のイヤーゴと比べ

ると、プローロゴの前奏と伴奏の旋律はパオロの

甘言を表現するものとしてはあまりに穏やかであ

る。このとき、舞台設定に注目すると、舞台上は

「夜」の人気のない広場である。その静けさを示

唆するのがプローロゴの前奏と伴奏である。

オペラではしばしば音楽が舞台状況を「説明」

する。それは自然現象の模倣であったり、舞台裏

のバンダによって舞踏会を表したりする。あるい

は、その空間に対する登場人物の感情移入とし

て、感情表現に用いられる音楽が前奏に用いられ

ることがある。

プローロゴの前奏と同様の、静けさや密やかさ

に類する例が２つある。１つは、前奏ではない

が《リゴレット》第１幕第７場にみられる。スパ

ラフチーレが登場すると、チェロとコントラバス

のソロに、中音域以下の楽器群が補填リズムで伴

奏を行う。ここでは、夜の屋外空間という条件の

もとで声を潜める、すなわち夜の「静寂」を破ら

ないように注意を払っている。もう１つは、《運

命の力》第４幕第１場である。ブッファ・アリア

と名付けられたフラ・メリトーネのアリアの開始

は、修道院内部で「修道院長が政務日課書を読み

ながら荘重に通り過ぎる」と演出註にある。この

とき、弦楽器が休符を伴いながら、４分音符単位

で４声体を構成する（譜例６）。第５小節以降、

施しを受けに物乞いたちが大勢押し寄せ、施しを

求め声を張り上げていく。その騒々しさに堪えか

ねたフラ・メリトーネが、彼らに対し「静かに」

と命令するように、本来は「静寂」を守らなけれ

ばならない修道院という場において、その「静寂」

が壊されることが、「ブッファ・アリア」のおか

しみとなる。

譜例６　《運命の力》第４幕第１場（第１〜７小節）

以上のように、先例とみなせるいくつかの類例

の部分的な要素を組み合わせると、《シモン》（81）

プローロゴ前奏と伴奏の意味するところを示すこ

とができる。《仮面舞踏会》第１幕導入部（前奏＋

第１場）の「反復」、《運命の力》第１幕第１場の

伯爵の「態度・表情」、《リゴレット》第１幕第７

場と《運命の力》第４幕第１場の「場面状況」が、

《シモン》（81）のプローロゴに取り込まれている

のである。

《シモン》（81）のプローロゴ前奏は、場面状況

に登場人物の感情が投影されるという、音楽の従

来的な叙景の機能を逆手にとる。同一の音楽が

「静かな夜」とカムフラージュされた「口調」を

結びつけるとき、そこに生じるテクストの内容と

譜例５　《運命の力》第１幕第１場（第４〜８小節）
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の「ずれ」によって、パオロの本心がもつ腹黒さ

が聴衆に向かって露わになる。

３．２　眼差し越しの風景――第１幕前奏

第１幕のアメーリアのアリアについて、ヴェル

ディはボイトに宛てて次のように記している。

最初の幕で、カバレッタの最初の部分を取り

去りました、カバレッタだったからではあり

ません、とても不細工だったからです。前奏

を替え、オーケストレーションを取り替えつ

つ女性役のカンタービレにつなげて、統一さ

れた部分un pezzo unitoにしたい。オーケスト
ラの前奏部分を最後に再び演奏させ、そこで

アメーリアが「日が昇る ...なのに彼は来な
い！...」か同じようなことを言わせたいので
す ...なので、ばらばらの詩句を短い一対の詩
行に仕立て直してください。 （1881年１月９
日）（CVB: 15）

《シモン》（57）第１幕のアメーリアのアリア（カ

ヴァティーナ）は、「慣習的形式 la solita forma」
（Powers: 1987, Balthazar: 2004）に従っている。ソ
ロ・アリアの形式構造である「①シェーナ－アリ

ア（②カンタービレ－③テンポ・ディ・メッツォ

－④カバレッタ）」の①を欠き、③で舞台外での

ガブリエーレのカンツォーネを挿入する以外は、

形式通りである。ヴェルディは改訂で、③冒頭の

レチタティーヴォの代わりに②のコーダを依頼

し、ボイトは11音節と７音節からなる４行詩に直

した。その４行にまず注目したい。

空が白む！……けれど愛しい歌声は

まだ聞こえない！

彼は毎日、花の露を拭う

曙光のように、私の睫の涙を乾かしてくれる。

（S’inalba il ciel!... ma l’amoroso canto / Non s’oda ancora! 
/ Ei mi terge ogni dì, come l’aurora / La rugiada dei fior, 
del ciglio il pianto.）

ボイトは改訂前の「日が昇る……なのに彼は

来ない」という内容を、二重の隠喩に仕立てる。

「彼」は「愛しい歌声」という換喩となり、さら

に彼は「曙光」に、また自らの涙は「花の露」に

なぞらえられる９。《シモン》に限らず、オペラ

の台本では場面状況と詩句が互いに干渉し、呼応

する。『舞台指示書』では、この場面は幕が開く

と「半分の静かな光、きわめてゆっくりと曙光が

みち、やがて全明りになる」（DSSB: 12）とあり、
徐々に光量を上げるように指示されている10。

音楽もやはりこの「曙光」が意識されている。

先述した通り、1857年４月にすでに、ヴェルディ

はこの場面が室内で歌われることに難色を示し、

場面転換が増えることも厭わずに「庭園」の場面

に替えた。《シモン》（81）でも第１幕第１～９場

は庭園であり、音楽も初演版の動機や楽器法を一

部引き継いでいる。

《シモン》（57）の前奏は、ト長調で6/8のアン
ダンテ（８分音符＝ 120）の22小節である。ア

メーリアのアリアは変ホ長調で、9/8のアダージョ
（付点４分音符＝ 48）である。《シモン》（81）で

は前奏がト長調でありアリアも変ホ長調である

が、前奏は28小節に拡大されたうえ、前奏もアリ

アも9/8となり、メトロノームの表記は同じ「８
分音符＝ 120」でありながら、速度記号はレン

ト・アッサイという指示に改められている。実質

的なテンポが変わらないにもかかわらず、「レン

ト」に変更されているのは、ヴェルディが明け方

を表現する照明の変化を念頭に入れたためだと

思われる。実際、『舞台配置書』の照明指示は、

速度記号を反映して「きわめてゆっくりと assai 
lentamente曙光が満ち」と書かれている。
《シモン》（57）の前奏は、３種類の音形11が組

み合わされている（譜例７）。冒頭には二つの音

形がある。音形①はチェロによって旋回しながら

下行する旋律で、アメーリアの歌唱旋律の素材と

なる。音形②はヴァイオリンとヴィオラによる３

和音が、32分音符で刻みながら、和音の構成音上
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ヴェルディ《シモン・ボッカネグラ》改訂（1881）における叙景の機能

を８分音符単位で上行する。続いて、第13小節以

降には弦楽器による16分音符単位のトリルをス

タッカートで演奏する。この緩やかなトリルを音

形③とする。音形③を伴奏にしてフルート、オー

ボエ、クラリネットが音形①を部分的に用いて２

小節単位の音形① ’を繰り返す。

アリア第１節の伴奏は、音形②に由来し、弦楽

器が「16分３連符＋８分音符」で幅の広い和音を

連打するが「きわめて軽やかに leggerissimo」と
いう指示が与えられている。この伴奏音形は、そ

れまでのヴェルディの作品にはみられない特異な

音形である。

《シモン》（81）では、前奏の冒頭４小節をみる

と、第１、２ヴァイオリンの３度のオブリガート

によるトリル（音形③を細密化）で、音形①を部

分的に取り込んだフレーズがヴィオラにあてられ

ている（譜例８）。音形②は、ピッコロの６連符

のV字形のアルペジオを頭拍に置く音形に替えら
れ、初演版の「音形②→音形③→アリア伴奏音形」

という変化を伴わず、そのままアリアの伴奏音形

に接続される。アメーリアのアリアは３詩節から

なり、初演版と改訂版ともに３部形式（A-B-A’）

である。前者では第３節を歌い収めると完全終止

してレチタティーヴォになるが、後者では先に引

用したコーダの後、８分音符単位の第１ヴァイオ

リンのトリルが上行してアリアは閉じられる。伴

奏音形の回帰は、このアリアを単に「歌曲」とし

て閉じた形式にするだけではない。アメーリアの

「身振り」が伴われていることに、注意を払うべ

きである。

幕が開き、アメーリアの姿が舞台上に現れると

き、彼女は「舞台にいて海の方を眺めている」と

演出註で指定されている。そして、コーダで伴奏

音形が回帰するときに「海の方を向く」とある。

『舞台配置書』には、このアリアでの身振りが１

節ごとに指示されている。アリアの最中に細かな

身振りを指定するのは、他のヴェルディの『舞台

配置書』の中でも例外的である。

アメーリアは舞台上におり、左手を向いて海

を眺めている。アリアの第１節を歌う間ずっ

とその姿勢で留まる。「けれども星たちと海

は」という詩句で客席に向き、三、四歩前進

する。アリアの再現部「おお、高き住処よ」

（第３節）で右手を向いて宮殿をそれとなく

示し、「愛は私に微笑む」（第３節末行）の後

で舞台をすこし上り（奥に向かい）、海と空

を眺めて「空が白む！……」（コーダ）と歌

う、そしてアリアを終えるために舞台前面に

また新たに歩み出る。（DSSB: 12）（丸括弧内
は筆者による）

あえて身振りを指定しているように、ヒロイン

が幕開き後も客席に背を向けたままアリアを歌い

始める、という演出は19世紀においてあまり一般

的ではなかったに違いない12。《シモン》（57）で

は室内にいるアメーリアは「バルコニーの近くに

腰掛けながら」となっている。初演時の舞台背

景を担当したジュゼッペ・ベルトイヤ（Giuseppe 
Bertoja: 1803-1873）の第１幕スケッチでは室内の
正面奥のバルコニーから広く湾が望め、向かって

右手に一脚の椅子が壁に横付けされている（図

譜例７　《シモン》（57）第１幕前奏（上：第１〜６小
節、下：第13〜 15小節）

譜例８　《シモン》（81）第１幕前奏（第１〜４小節）
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１）。アメーリアが歌い出す場所はこの椅子の上

であると考えられる。その際、もしアメーリアの

顔がバルコニーの側に向けられるとしても、表情

は見て取れる。庭園に場所を移したレッジョでの

舞台以降、台本・楽譜から椅子の指示は取り消さ

れ、アメーリアの姿勢の詳細は記されなくなっ

た。「海を眺める」という演出註がヴェルディの

スコアにのみ見られることから、この演出効果は

彼に帰される。

《シモン》の両者に現れる特徴的な音形のうち、

音形③のトリルは自然を描写する音形として、オ

ペラに限らず器楽作品にもたびたび用いられた。

その意味は、舞台設定やタイトルから、澄んだ

「大気」や淡い「暁」、瞬く「星空」などを示す他、

場合によっては「夢」や「妖精」といった夢幻

的なイメージを起こさせる。《シモン》（57、81）

では、第２幕第８場のシモンのうたた寝の伴奏

や、第３幕第５場（改訂版では第３場）のシモン

の海の回想に用いられる。ヴェルディは、《シモ

ン》（57）以降、《ドン・カルロ（５幕版）》（1867）

第２幕第２部のドン・カルロとエリザベッタの二

重唱と《アイーダ》（1873）第３幕で、この象徴

的なトリルを用いる。《アイーダ》第３幕で、故

郷を夢想するアイーダのアリア〈おお、青い空

よ〉の伴奏に着目すると、フルートとヴァイオリ

ンがほとんど絶え間なくトリルを演奏する（譜例

９）。その場面状況から、《シモン》第２幕と同様

に、故郷の空を思い起こすアイーダの夢想を示し

ており、同時に彼女がイメージしている空の清澄

さをも示唆しているといえる。

譜例９　《アイーダ》第３幕（第101〜 104小節）

また、改訂された伴奏音形②’に現れるV字形
のアルペジオは「波」の形と運動を表している。

類例として《アイーダ》第３幕冒頭には、きわめ

て特徴的な音形が記譜されている（譜例10）。譜

例にみられるように、第１ヴァイオリンが絶え間

なくソ音の３オクターヴにわたる16分音符単位の

上下行を16小節にわたって反復する。加えて、第

２ヴァイオリンは完全４度音程（d2-g2）のトレモ
ロ、ヴィオラが８分音符単位のソ音上行、チェ

ロがフラジオレットを奏でる。同様に、《シモ

ン》（81）第１幕前奏から記譜されているピッコ

ロのアルペジオは、舞台背景にある「海」を指し

示していると考えられる13。初演時あるいはレッ

ジョ・エミリア以降の庭園では少なくとも海は舞

台の正面に見えるように描かれていた（図２）。

図１　G・ベルトイヤ《シモン》（1857）第１幕第１
景

譜例10　《アイーダ》第３幕前奏（第１〜４小節）

図２　F・ペローニ《シモン》（1859）第１幕第１景
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ヴェルディ《シモン・ボッカネグラ》改訂（1881）における叙景の機能

ところが、ジローラモ・マニャーニ（Girolamo 
Magnani: 1815-1889）による改訂上演用の背景画
のスケッチをみると、海は右側の手すり越しにわ

ずかに臨めるのみである（図３）。一方で、アル

フレード・エーデルによる改訂上演用の衣裳図を

見ると、アメーリアは右側の手すりに寄りかかっ

ており、海がその右側に青々とした水をたたえて

いる（図４）。これらの上演用の背景画と衣裳の

スケッチから読み取れるのは、聴衆からはその海

が見えにくいが、アメーリアからは海がよく望め

られるということである。波の音形の例に挙げた

《アイーダ》第３幕のスカラ座初演用の背景画を

みると、やはりナイルの川面が正面に見渡せる。

アイーダはこの水面の向こうに故郷に想いを馳せ

るが、その『舞台配置書』には彼女の身振りは指

示されず、歌手や制作者が記譜内容を精密に読み

取ることのみを求めている。それゆえに《シモン》

（81）の演出の特異性がきわだつ。

《シモン》（81）では海がよく見えず、第１節と

コーダでたえず反復される波の音形は演出註の指

示からも明らかなように、アメーリアの眼差しの

先にある海を表している。《シモン》（81）第１幕

の前奏とアメーリアのアリアは、音形において初

演版のコンセプトを引き継ぎつつも、観客からは

見えにくい海を表す「波」の音形がアメーリアの

「海を眺める」身振りに結びつくことで、観客の

視線が彼女に集中し、後ろ向きの彼女の見つめる

先をイメージさせる。アメーリアの身振りによっ

て、ヴェルディが意図した「統一された部分」は

音楽の形式というよりはむしろ、舞台効果となっ

て表れている。

第１幕は、プローロゴと異なり、テクストの内

容と場面状況は一致している。しかし、ここでも

一見すると慣習的でありながら、実際は新しい試

みがなされていることがわかる。登場人物の感情

を表す音楽が場面状況に投影されるのではなく、

場面状況を示す自然描写の音楽が登場人物の伴奏

に投影されるのである。

３．３　「見えない」勝利――第３幕前奏

第３幕は第１～３場が新しく書き直されてい

る。《シモン》（57）第３幕冒頭は、前奏を置かず

に幕が開き、５小節のファンファーレの後に合唱

が勝利を歌う。その音楽は改訂で削除された序曲

の冒頭主題であった。改訂後、幕開きの前に54小

節の前奏が置かれた。この前奏は、第２幕結尾に

置かれた民衆の蜂起を鎮圧しにゆく兵士の合唱

〈武器を、武器を〉の再現である。この合唱は初

演版から変わらない。

第３幕の改訂による最大の差異は、兵士たちが

図３　G・マニャーニ《シモン》（1881）第１幕第１
景

図４　A・エーデル《シモン》（1881）アメーリアの
衣裳スケッチ
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勝利に歓喜する様子が舞台上から消えたことであ

る。そして、これまでに分析した二つの幕（プ

ローロゴ、第１幕）の前奏と異なり、第３幕の前

奏は前幕から連続し、接続性が高められている一

方で、幕開き後は前奏にある蜂起とは時間も場所

も異なる、フィエスコの恩赦とパオロの逮捕の場

面から始まる。

1881年２月２日から２月15日にかけてのヴェル

ディとボイトの書簡は、そのドラマトゥルギーに

ついて考えるうえで重要である。この前奏につい

てヴェルディは、２月２日に次のようにボイトに

書いている。

この幕（第３幕）の最初の合唱はもはや存在

する理由がありません。なので、幕を下ろし

たままで、前幕を閉じた戦闘の音楽をオーケ

ストラで繰り返させ、そこに「勝利だ、勝利

だ！」と幕内で叫ばせたい。幕が開き、総督

が「剣士たちよ云々」と始めようと思います。

場面はピエトロと、パオロと続きますが、パ

オロとフィエスコ（の場面）は残しますか？

（CVB: 38）（丸括弧内は筆者による）

引用後半からわかるように、この時点でヴェル

ディは《シモン》（57）台本の冒頭合唱を変える

ことは決めていたが、疑問形になっているよう

に、その後の場面にはためらいを見せている。ボ

イトは２月５日にこの改訂案に対する返信を送っ

ている。

幕が下りたままで叫び声をともなうオーケス

トラの導入についての発想はとても素敵で

す、とても効果的で、第３幕（第２幕）の結

尾と第４幕（第３幕）の冒頭を巧みに結びつ

け、すばやい時の統一で二つの最後の幕の出

来事を一所に集め、きわめて劇的に凝縮しま

す。しかし、この発想は十分ではありません。

フィエスコとパオロの場面をそのまま残すこ

とはもはやできません。 （後略）（CVB: 40）

（丸括弧内は筆者による）

ボイトは自分が新たにこの部分の台本を書き直

す旨を伝えている。ヴェルディは、あまり大きな

台本書き直しにならないよう、牽制の意味をこめ

て幕開き後の新たなプランについて語る。

幕が上がると婚礼の合唱が舞台外から聞こ

え、ピエトロとパオロは総督が勝利し、ガブ

リエーレはアメーリアの夫となったと語れ

ればいいのですが……（1881年２月６日）　

（CVB: 41）

翌２月７日のボイトの返信では台本がまだ完成

しておらず、かわりに梗概を記している。ボイト

はヴェルディの婚礼の合唱を前奏の後に置く提案

を「よいコントラスト」を生むとし、そこにフィ

エスコとパオロの「きわめて短い会話」を重ねる

ことを付け加えている（CVB: 41-42）。最終的に、
逮捕されたパオロがフィエスコに出くわし、自分

が蜂起の扇動者であり、シモンに毒を盛ったた

め、やがて死ぬだろうと告げて連行されていく。

このとき、前奏は「勝者」を描き、幕開きに現

れる登場人物たちはみな「敗者」であるというコ

ントラストが生じる。しかし、ヴェルディは音楽

的なコントラストのみならず、舞台上の「視覚的

な」コントラストも目指していたことがリコル

ディ宛の書簡からうかがえる。第３幕は、「総督宮

の内部」と舞台が設定され、「眺めについては、広

い開口部から祭りの灯りで飾られたジェノヴァが見

渡せる。奥に海がある」としている（図５）14。ヴェ

ルディは２月18日、リコルディに宛てて二通りの

演出案を提示している。一つは、幕が開いてパオ

ロが去り、フィエスコの独白の後、軍隊長が現れ

て灯火を消し、祭りの乱痴気騒ぎは止めるように

命じると、「近くの灯りの大半がすぐに消える。」

もう一つは、牢獄を背景にしたパオロとフィエス

コの場面の後、フィエスコが軍隊長に連れられて

あらためて総督の部屋に入ると、「総督の部屋の
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ヴェルディ《シモン・ボッカネグラ》改訂（1881）における叙景の機能

視覚的に一致している。ここが改訂されなかった

のは、窓の外に登場人物と結びつく風景が広がら

ず、時間もまた大きな意味をもたなかったためで

あろう。そして、登場人物の「移動」が音楽で表

されていれば、叙景の機能としては十分だったか

らだと考えられる。

以下にもう一度、改訂によって与えられた各幕

の前奏の役割をまとめる。プローロゴの前奏と幕

開きの音楽は、従来の慣習的な理解に従えば、場

面状況の「静けさ」と口調の「密やかさ」を表す。

しかし実際には、このときパオロが自らの野心を

カムフラージュしていることで、舞台とテクスト

と音楽に「ずれ」が生じる。その結果、表面的な

穏やかさに対して、奥行きすなわちパオロの性格

の暗部へと、聴衆を誘う効果を与える。

第１幕の前奏は、《シモン》（57）の音形を部分

的に引き継いでいる。すなわち、「空気」や「波」

を想起させる音楽で風景描写を行うが、舞台背景

には海がわずかにしか描かれていない。代わり

に、V字形の「波」の音形をアメーリアのアリア
の第１節とコーダに用い、海を眺めるという「身

振り」をあてがうことで、アメーリアの眼差し越

しの風景を聴衆に喚起する。慣習的な音形と聴衆

から見える舞台の背景に「ずれ」が生じ、その「ず

れ」を登場人物の「身振り」が補うことで、「眼

差し」を介した叙景となる。

第３幕は、第２幕結尾の合唱を前奏で再現し、

幕が下りたまま勝利の叫びが上がる。ここで、二

つの幕が繋がる一方、幕が上がると時間と場所が

異なる。前奏は二つの空間を繋ぐ時間経過の一部

分であり、見えないがゆえに聴衆のイメージを喚

起する。勝利に対し、幕開き後に舞台上を支配す

るのはいずれも敗者である。ここに登場人物の役

割によるコントラストが生じている。さらに、テ

ラスの外は灯火で装飾され、室外（勝者）と室内

（敗者）が視覚的にも表される。

以上のように、改訂されたそれぞれの幕の前奏

には、異なるドラマトゥルギーが働いている。し

かし、これらに共通するのは、舞台設定・身振り

広いバルコニーからイルミネーションが現れ」、

「総督が眠っている」という案である（CVR1880-
1881 : 129-133）15。ヴェルディは、ボイトに会って
意見を聞くようにリコルディに勧めた。ボイトは

前者を推し、舞台設定が増えるのは効果を損なう

と断じた（CVR1880-1881 : 134）。
その結果、改訂による前奏と幕開きは、目に見

えない戦闘・勝利と目に見える戦勝祝いの夜、す

なわち視覚的なイメージを喚起する音楽と舞台装

置のコントラストとなる16。

４．結論

これまで《シモン》の初演版、また他の作品と

の比較を通して、改訂された各幕前奏のドラマ

トゥルギーを明らかにしてきた。ここで、改訂

版において唯一変更されなかった第２幕につい

て、なお若干の言葉を加えたい。弦楽器ユニゾン

のピッツィカートによる８分音符単位の、上下に

蛇行する順次進行は、《シモン》（81）第３場のシ

モンの登場に用いられるように、「歩行」する身

振りを想起させる音形である。この幕の前奏は７

小節と短く、幕開きの指示はない。『舞台指示書』

では、第３小節で幕が開き、パオロとピエトロが

舞台上におり、「パオロがピエトロをバルコニー

に連れてゆき、扉を開き中庭を指さす」と指示さ

れている。二人の移動が蛇行する順次進行として

図５　G・マニャーニ《シモン》（1881）第３幕
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いて説明している（Beghelli: 2003）。オペラの音楽を分析
し、叙述する際にきわめて有効な語であるが、本論文では
やはり用いない。「エンブレム」という語は、その多義性
こそが有効であり、日本語訳にすればその適用範囲が狭め
られるためである。

５ 改訂のプロセスについては、ディテルスの博士論文
（Detels: 1982）に詳しい。また、すでに言及しているコナー
ティの著作では舞台装置の改訂について詳細に論じられて
おり、本論文はこの著作に負うところが大きい（Conati: 
1993）。

６ ペトラルカは、当時政敵の関係にあったヴェネツィア共
和国とジェノヴァ共和国の総督それぞれに平和を呼びか
ける書簡を送った（『書簡集 Epistolae familiares』第11巻
第８番および第14巻第５番）。ヴェルディは、1863-1864
年に出版されたペトラルカの『書簡集 Lettere di Francesco 
Petrarca. Delle cose familiari libri ventiquattro. Ora la prima volta 
volgarizzate e dichiarate』を所有していた（Conati: 1993: 84）。

７ 註３参照。
８ 《アイーダ》第１幕第１場の幕開きは、エジプトの王子ラ
ダメスと神官ラムフィスが「会話をしており」ラムフィス
が「そうだ Sì」と語る部分から始まる。

９ 舞台外からのカンツォーネは、《トロヴァトーレ》第１幕
第２場を想起させる。また、新たな４行に用いられた詩句
は、《ファルスタッフ》におけるフェントンとナンネッタ
の隠喩に満ちたやりとりや、第３幕第２部冒頭におかれた
フェントンのソネットへと引き継がれる。

10 この改訂版初演では、ガス灯が用いられた。スカラ座がエ
ディソンの電球を用いた電気照明を導入するのは1883年
のポンキエッリ作曲《ジョコンダ》以降である（Conati: 
1993: 88）。ただし、1877年頃に出版されたボイト作曲《メ
フィストーフェレ》の『舞台配置書』では、エピーロゴに
アーク灯による照明が指示されている。

11 ここでいう「音形」は、可能なかぎり広義の意味として用
いる。すなわち、一般的に「動機」や「主題旋律」とすべ
き要素や、伴奏を構成する「リズム」や「トリル」も、ヒ
エラルキーを作らないためにあえて用いることにする。

12 この場面状況ときわめて似ているのは、《海賊 Il corsaro》
（1848）第１幕第４場のメドーラのロマンツァである。彼
女は「海が見える」部屋でハープを自ら爪弾きながら歌う。
しかし、このときには身体を海に向ける指示はない。

13 すでに述べたように、初演版のアリア冒頭の音形はヴェル
ディの伴奏音形としては特殊である。改訂版の「波」の音
形を初演版の和音の連打に敷衍するなら、「波の音」の描
写として解釈することができるかもしれない。

14 註10参照。ヴェルディはガス灯による照明効果に満足して
おらず、リコルディに宛てて「第４幕の照明は全くひど
かった！」（1881年11月24日）と送った（CVR1880-1881: 
192）。

15 書簡集では２月18日と記されているこの書簡は、下書きの

とテクストと音楽の関係が正対する慣習的方法を

用いるように見えながら、いずれかの関係に「ず

れ」を生みだしているということである。それら

は、オペラの音楽が視覚情報また感情表出の体現

である、という紋切り型の役割を逆手に取ったも

のだといえる。ヴェルディは、常套句となった音

楽の構成要素をわずかに変えることで、音楽と舞

台上のドラマの単なる一致からは生みだしえない

奥行きを与えた。このことは、《シモン》（81）以

前にも部分的に試みられてきたことであり、また

《オテッロ》や《ファルスタッフ》へと通じる表

現手段であるが、この改訂からは、よりいっそう

その試みがはっきりとわかる。音楽が場面状況や

登場人物について「叙述」するとき、「ずれ」が

いっそう豊かなイメージをもたらす機能をもつ。

このことを念頭にいれて作品を分析することで、

ヴェルディの劇場感覚や技法の変遷、作品内容を

より深く理解できるようになることが期待される

が、それについては改めて論じることにしたい。

【注】
１ 本論考では、1857年の初演版と1881年の改訂版を比較・分
析するため、初演版を《シモン》（57）、改訂版を《シモン》
（81）と略記することとする。

２ ヴェルディとボイトの最初の共同作業といえるのは、イ
タリア統一後、1862年のロンドン万国博覧会で初演された
カンタータ《諸国民の讃歌 Inno delle nazioni》（1862）で
ある。詩テクストを書いたボイトは、このとき若干20歳
であった。しかし、それ以降、ボイトは「逢髪主義運動 
Scapigliatura」に参加し、ヴェルディらイタリア・オペラ
の多くを旧時代的なものとして批判した。

３ 第１幕第10 ～ 12場については、ハロルド・パワーズによ
る詳細な分析がある（Powers: 1989）。ただし、「演出」に
ついては十分な考察を進めていない。和声法・調性の改訂
については、コーンが《オテッロ》への礎となったという
見解を示している（Cone: 1982）。また、旋律についてはジョ
ゼフ・カーマンによって分析が行われている（Kerman: 1982）。

４ イメージを喚起させる音楽に、いわゆる「音描写 Tonmalerei」
が挙げられる。「音描写」という語は19世紀以降、主に標
題音楽や性格的小品といった器楽・声楽作品を対象として
用いられている。ただし、本論文では舞台上の視覚性との
関わりを論じるため、あえてこの語を用いない。また、ベ
ゲッリは「音描写」の代わりに視覚・感情の指示性を持つ
音楽の部分を「エンブレム（象徴、表象）」という語を用
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ままで投函されていない。２月14日から18日にかけて、リ
コルディはヴェルディがいるジェノヴァを訪れており、そ
の際、直接やりとりしたものと思われる。

16 前幕の音楽を前奏に与える作曲方法は《ファルスタッフ》
第３幕第１部でふたたび用いられる。幕が開くとファルス
タッフが椅子に「物思いに沈んで」腰掛けており、前奏は
彼の回想として機能する。
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0929）
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Roma, Private Collection.（Conati: 1993: 213）

図３）G.マニャーニ《シモン》（1881）第１幕第１景、スカ
ラ座。Milano, Archivio storico Ricordi. （MI0285_B1305002）
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裳、スカラ座。Milano, Archivio storico Ricordi. （MI0285_
B3314A00）

図５）G.マニャーニ《シモン》（1881）第３幕、スカラ座。
Milano, Archivio storico Ricordi. （MI0285_B1305008）
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